
生産性運動の三原則

生産性の向上は、究極において雇用を増大するもので
あるが、過渡的な過剰人員に対しては、国民経済的な
観点に立って能う限り配置転換その他により、失業を
防止するよう官民協力して適切な措置を講ずるものと
する。

雇用の維持・拡大

生産性向上のための具体的方法については、各企業
の実情に即し、労使が協力してこれを研究し、協議する
ものとする。

労使の協力と協議

生産性向上の諸成果は、経営者、労働者および消費者
に、国民経済の実情に応じて公正に配分されるものと
する。

成果の公正配分

生産性の精神

生産性とは、何よりも精神の状態であり、現存するものの進歩、

あるいは不断の改善をめざす精神状態である。

それは、今日は昨日よりもより良くなし得るという確信であり、

さらに、明日は今日に優るという確信である。

それは、現状がいかに優れたものと思われ、

事実また優れていようとも、

かかる現状に対する改善の意思である。

それはまた、条件の変化に経済社会生活を

不断に適応させていくことであり、

新しい技術と新しい方法を応用せんとする不断の努力であり、

人間の進歩に対する信念である。
（ヨーロッパ生産性本部ローマ会議報告書より　1959年3月）
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ご案内 1日目 2019年7月25日（木） 13：30～19：00

　わが国経済は、これまでの経済政策の効果もあり堅調に推移していたものの、昨年来

の海外経済減速に伴い、輸出や生産への影響も見られます。また、日本の総人口は一貫

して減少傾向にあり、特に稼ぎ手である生産年齢人口の減少は既存の市場に与える影

響も大きく、国内需要の縮小がさらに進むことも予想されています。

　一方、ＡＩ・ＩｏTやフィンテック等の急速な進化や、労働力不足に起因した外国人労働者

受入れの拡大など、企業環境の変化は経営のあり方や人の働き方、地域社会のあり方に

ついて、様 な々選択を迫ることになります。

　このような中、新元号「令和」のもと国民が一体となって、希望に溢れる新たな時代を切

り開いていくためには、我々産業界労使は今こそ人間性の尊重を基本理念に、労働者一

人当たりの付加価値を高め、その成果をイノベーションや消費に循環させ、付加価値の増

大が連鎖していくような生産性運動に取り組んで行かなければなりません。

　西日本地域の５つの生産性本部（中部・関西・中国・四国・九州）は１９７３年以降毎

年｢西日本生産性会議｣を開催し、労・使の共通課題について実践事例を持ち寄り、今後

の具体的な行動指針を検討してまいりました。

　第４７回を迎える今回は、「新たな価値の創造と生産性向上～“平成から令和へ”新

時代への労使の挑戦～」を統一テーマとし、福岡市にて開催いたします。

　西日本地域の生産性運動に携わる関係者が一堂に会し、それぞれの立場から日頃

培ってきた貴重な経験や意見交換を行うことにより、変革期に立ち向かう新たな生産性

運動の展開に繋がることを念じております。

　ご多忙の折りとは存じますが、関係者お誘い合わせの上、多数ご参加賜りますようご

案内申し上げます。

令和元年５月

中部生産性本部　会長　小　倉　　　忠
関西生産性本部　会長　大　坪　　　清
中国生産性本部　会長　清　水　希　茂
四国生産性本部　会長　佐　伯　勇　人
九州生産性本部　会長　酒　見　俊　夫

13:30～13:50 開会挨拶 九州生産性本部　会長 〈西部ガス㈱　代表取締役会長〉酒見　俊夫

〈㈱ノリタケカンパニーリミテド　取締役会長〉閉会挨拶 小倉　忠中部生産性本部　会長

16:10～16:30 休  憩

13:50～14:10 基調講演 「日本の生産性改革に向けて」 日本生産性本部　会長
＜キッコーマン㈱ 取締役名誉会長 取締役会議長＞

茂木　友三郎 氏

16:30～17:30

14:10～16:10 基調討議 

特別講演

「新たな価値の創造と生産性向上
 ～“平成から令和へ”新時代への労使の挑戦～」

張本　邦雄 氏ＴＯＴＯ㈱　代表取締役会長

瀬古　利彦 氏

「心で走る ～東京五輪マラソン復活への道～」
横浜ＤeＮＡランニングクラブ総監督
(公財)日本陸上競技連盟 理事

逢見　直人 氏日本労働組合総連合会 会長代行
高橋　　進 氏㈱日本総合研究所 チェアマン･エメリタス(名誉理事長)

千　　大輔 氏サントリーホールディングス㈱  人事部部長兼ダイバーシティ推進室長

＜パネリスト＞

石倉　洋子 氏一橋大学　名誉教授＜コーディネータ＞

休  憩

17:50～19:00 参加者交流パーティ

白河　桃子 氏
相模女子大学客員教授
少子化ジャーナリスト・作家

昼食・休憩

9:10～10:40 第１討議

「グローバル市場で勝ち抜く独自経営」
万殿　貴志 氏㈱英田エンジニアリング　代表取締役社長
清水　洋史 氏不二製油グループ本社㈱ 代表取締役社長

＜パネリスト＞

永石　　信 氏中京大学経営学部　教授＜コーディネータ＞

大坪　清関西生産性本部　会長 〈レンゴー㈱　代表取締役会長兼社長〉＜座長＞

11:00～12:30 第２討議

「サービス革新による付加価値創造」
山本　健策 氏㈱スーパー・コート　代表取締役
天野　清美 氏つばめ自動車㈱ 代表取締役社長

＜パネリスト＞

藤沢　久美 氏シンクタンク・ソフィアバンク　代表＜コーディネータ＞

佐伯　勇人四国生産性本部　会長 〈四国電力㈱　取締役社長〉＜座長＞

13:20～15:20 第３討議

「生産性向上を実現するダイバーシティマネジメント」
有沢　正人 氏カゴメ㈱　常務執行役員ＣＨＯ

光田　篤史 氏トヨタ自動車労働組合　副執行委員長

＜パネリスト＞

＜コーディネータ＞

中国生産性本部　会長 〈中国電力㈱　代表取締役社長執行役員〉清水　希茂＜座長＞

2日目 2019年7月26日（金） 9：10～15：30

15:20～15:30

12:30～13:20

10:40～11:00
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2019年7月25日（木）

「日本の生産性改革に向けて」
日本生産性本部　会長　茂木　友三郎 氏

基調講演１３：５０～１４：１０

開会挨拶 九州生産性本部　会長　酒見　俊夫
（西部ガス㈱　代表取締役会長）

１３：３０～１３：５０

休 憩

１６：１０～１６：３０

参加者交流パーティ

１７：５０～１９：００

　上智大学外国語学部英語学科（BA）、バージニア大学大学院経営学修士（MBA）、ハーバード大学大学院経営学博士
（DBA）修了。マッキンゼー社でマネジャー。青山学院大学国際政治経済学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科
教授。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授。資生堂、日清食品ホールディングス、世界経済フォーラムの
Expert Networkのメンバー。「グローバルゼミ」「ダボスの経験を東京で」「SINCA-Sharing Innovative & Creative 
Action」 など、世界の課題を英語で議論する「場」の実験を継続中。専門は、経営戦略、競争力、グローバル人材。

【主な著書】「戦略シフト」（東洋経済新報社）、「グローバルキャリア」（東洋経済新報社）、「世界で活躍する人が大切にして
いる小さな心がけ」（日経BP）、「世界で活躍する人の小さな習慣」（日本ビジネス人文庫）等。

コーディネータ

一橋大学　名誉教授　石倉　洋子（いしくら　ようこ）氏

基調討議14：１０～16：１０

～“平成から令和へ”新時代への労使の挑戦～
新たな価値の創造と生産性向上

　1973年３月早稲田大学商学部卒業後、東陶機器㈱（現 ＴＯＴＯ㈱）入社。1998年リモデル推進センターリモデル企画
部長、1999年同社マーケティング本部営業企画部長、2002年販売推進グループマーケティング統括本部長、2003年
販売推進グループ副グループ長を経て、2003年取締役執行役員販売推進グループ長。2005年取締役常務執行役員販
売推進グループ長に就任し、マーケティング＆コミュニケーショングループを担当。2006年取締役専務執行役員マーケ
ティンググループ販売推進グループ担当、2009年代表取締役社長執行役員新領域事業グループ担当、2014年代表取
締役会長兼取締役会議長（現任）。

ＴＯＴＯ㈱　代表取締役会長　張本　邦雄（はりもと　くにお）氏

日本労働組合総連合会 会長代行　逢見　直人（おうみ　なおと）氏

　1976年一橋大学社会学部卒業後、ゼンセン同盟書記局入局。1982年ゼンセン同盟労働政策部長、1986年ゼンセン
同盟千葉県支部長、1988年ゼンセン同盟常任中央執行委員（産業政策局担当）を経て同９月政策局長。
2004年ＵＩゼンセン同盟副会長、2005年日本労働組合総連合会副事務局長、2011年ＵＩゼンセン同盟会長付（副会長）、
2012年ＵＡゼンセン会長、2012年日本労働組合総連合会副会長、2015年日本労働組合総連合会事務局長を経て
2017年より現職。

㈱日本総合研究所 チェアマン･エメリタス（名誉理事長）　高橋 進（たかはし　すすむ）氏

　住友銀行（現三井住友銀行）を経て日本総研へ。2005年～07年内閣府政策統括官（経済財政分析担当）。経済財政諮
問会議、一億総活躍国民会議、働き方改革実現会議、人生100年時代構想会議等の民間議員として、長く国政の政策立
案に参画。現在は、内閣府パラダイムシフトと日本のシナリオ懇談会メンバー。

パネリスト

我が国は人口減少などの困難な環境の中、持続可能な経済成長を実現するとともに、新たな付加価値を生み出し生産性を向上
させていくことが求められている。そこで、今後日本が目指すべき国のあり方と取り組むべき方向性について、わが国を代表す
る経営者、労働組合幹部、有識者がそれぞれの立場から討議する。

ね
ら
い

1日目

特別講演16：30～17：30

～東京五輪マラソン復活への道～
心で走る

　1956年7月15日、三重県桑名市生まれ。名実ともに日本長距離界、マラソンブームを牽引してきた第一人者。高校時
代から本格的に陸上を始め、インターハイでは800m、1,500mで2年連続2冠を達成。早稲田大学へ進み、故中村清監
督の下、ランナーとしての才能を開花。箱根駅伝では4年連続で「花の2区」を走り、3、4年次では区間新（当時）を獲得す
るなど、スーパーエースとして活躍した。トラック競技においても日本記録を総ナメにし、25,000mと30,000mでは世界
記録を樹立（当時）。トラック・駅伝のみならず大学時代からマラソンで活躍し、現役時代は国内外のマラソンで戦績15戦
10勝。圧倒的な強さを誇る。鋭いラストスパートでライバルを引き離し、鮮やかにゴールする姿は日本国内だけではなく
海外からも絶賛され、多くのファンがその走りに魅了された。
　現役引退後は指導者の道に進み、オリンピック選手を3名輩出するなど後進の育成に注力。2013年4月より、横浜
DeNAランニングクラブの総監督を務める。

【役職等】2011年～　　　（公財）日本陸上競技連盟　理事
2016年12月～　（公財）日本陸上競技連盟　強化委員会・マラソン強化戦略プロジェクトリーダー
2017年～　　　（一財）東京マラソン財団　理事

横浜ＤeＮＡランニングクラブ総監督／（公財）日本陸上競技連盟理事　瀬古　利彦（せこ　としひこ）氏

（キッコーマン㈱　取締役名誉会長 取締役会議長）



2019年7月25日（木）
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１３：３０～１３：５０

休 憩

１６：１０～１６：３０

参加者交流パーティ

１７：５０～１９：００
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2004年ＵＩゼンセン同盟副会長、2005年日本労働組合総連合会副事務局長、2011年ＵＩゼンセン同盟会長付（副会長）、
2012年ＵＡゼンセン会長、2012年日本労働組合総連合会副会長、2015年日本労働組合総連合会事務局長を経て
2017年より現職。

㈱日本総合研究所 チェアマン･エメリタス（名誉理事長）　高橋 進（たかはし　すすむ）氏

　住友銀行（現三井住友銀行）を経て日本総研へ。2005年～07年内閣府政策統括官（経済財政分析担当）。経済財政諮
問会議、一億総活躍国民会議、働き方改革実現会議、人生100年時代構想会議等の民間議員として、長く国政の政策立
案に参画。現在は、内閣府パラダイムシフトと日本のシナリオ懇談会メンバー。

パネリスト
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ね
ら
い

1日目
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休 憩

１０：４０～１１：００

昼食・休憩

１２：３０～１３：２０

2019年7月26日（金）2日目

第1討議９：１０～１０：４０

グローバル市場で勝ち抜く独自経営

　1961年美作市生まれ。岡山県立備作高等学校卒業後、1979年に㈱英田エンジニアリング入社。同社吉井工場長、製
造部長、代表取締役副社長を経て、2007年から代表取締役社長。パークンパーク㈱代表取締役社長、㈱アズプロモー
ション代表取締役社長、英田上海精密機械有限公司董事長、英田ふれあい協同組合理事長なども務める。

【企業紹介】
「研究開発型」の産業機械メーカーとして時代に即した製品とサービスを提供することで、他社との差別化を図り成長を
続けており、中国・東南アジアを中心に海外での事業拡大を行っている。

㈱英田エンジニアリング　代表取締役社長　万殿　貴志（まんどの　たかし）氏

不二製油グループ本社㈱　代表取締役社長　清水　洋史（しみず　ひろし）氏

　1953年長野県生まれ。1977年同志社大学法学部卒業後、不二製油㈱ 入社。2004年同社取締役就任。2006年不二
製油（張家港）有限公司董事長／総経理を経て、2009年同社常務取締役就任。2012年同社専務取締役、翌2013年同
社代表取締役就任。2015年不二製油グループ本社㈱代表取締役社長、最高経営責任者（CEO）就任（現任）。

【企業紹介】
不二製油グループは、植物性油脂や大豆を原料とした食品素材を世界で展開しており、世界各地の市場ニーズを把握
し、よりスピーディーにより価値ある食素材を提案するために、グローバルな研究開発ネットワークを構築している。

コーディネータ

中京大学　経営学部　教授　永石　信（ながいし　まこと）氏   

　中京大学経営学部教授。広告代理店勤務（営業、マーケティングコンサルタント）、インド留学（修士課程）、アメリカ留学
（博士課程）などを経て、2005年に経営コンサルタントとして独立し、当時はタイを中心としたアジア地域で活動。2010
年中京大学経営学部准教授。2015年より現職。専門は国際ビジネス戦略、グローバルリーダーシップ。2017年8月より
カナダSimon Fraser UniversityのVisiting Scholarとなり、複数のカナダ企業・アメリカ企業を組織開発コンサルタン
トとしてサポートしている。

パネリスト

人口減少の進展により国内市場だけでの成長には限界があり、グローバル市場を視野に捉えた成長戦略が求められている。
本討議では地域に活動の基盤を置きながらも、グローバルを見据えた商品開発、市場開拓、人材の養成など独自の取り組みに
より競争優位を保ち成長を続ける企業のトップを招き、経営に対する思いとそのグローバル戦略を披瀝いただき、グローバル
市場で勝ち抜く方策について討議する。

ね
ら
い

座　長　　関西生産性本部 会長    大坪　清
（レンゴー㈱　代表取締役会長兼社長）

第2討議１１：００～１２：３０

サービス革新による付加価値創造

パネリスト

現在、我が国の雇用の７割を占めるサービス産業であるが、国内製造業や先進諸外国と比較して生産性の低さが指摘されている。
そこで、サービス産業において生産性向上に向けた仕組みづくりや人材育成に取組んでいる企業のトップを招き、経営に対する思
いや生産性向上に向けた具体的な事例を披瀝いただき、サービス革新による付加価値創造の方策について討議する。

ね
ら
い

座　長　　四国生産性本部 会長　　佐伯　勇人
（四国電力㈱　取締役社長）

㈱スーパー・コート　代表取締役　山本　健策（やまもと　けんさく）氏

　1976年生まれ。2002年㈱スーパーホテル入社。フロント営業から始め、ホテル主要部門を歴任。2012年㈱スーパーホテル取
締役部長就任後、2016年㈱スーパーホテル常務取締役、2017年㈱スーパー・コート代表取締役就任。

【企業紹介】
地域包括ケアの中心的存在として、地域の方々が老後を安心して暮らせるシステムづくりに注力しており、重度医療にも
対応できるよう、新たに病院をグループに迎え連携を強化。顧客満足度日本一のビジネスホテルで培った運営ノウハウを
ベースに、グローバル人材の採用・育成、タブレット端末を利用した介護記録システムの導入など、高い顧客価値を提供
する介護施設創りに尽力している。2018年度日本経営品質賞（中小企業部門）受賞企業。

　愛知県立瑞陵高等学校卒業後、青山学院大学経営学部中退。1969年名古屋トヨペット㈱に入社。1972年つばめ自動車
㈱に入社し、2005年より現職。2013年6月より㈳全国自動車無線連合会副会長、㈳東海自動車無線協会会長、2014年5月
より㈳全国ハイヤー・タクシー連合会副会長、名古屋タクシー協会会長。

【企業紹介】
名古屋市を中心に愛知・岐阜・三重の３県で展開。名古屋市でタクシーのシェア№１。ハイ・サービス日本300選 、エコドラ
イブ活動コンクール優秀賞、 グリーン経営認証、国土交通省の女性ドライバー応援企業。ＡＩを活用した需要予測などの
システムを導入し、サービスに定評がある。

つばめ自動車㈱ 代表取締役社長　天野　清美（あまの　きよみ）氏

コーディネータ

シンクタンク・ソフィアバンク　代表　藤沢　久美（ふじさわ　くみ）氏

　大阪市立大学卒業後、国内外の投資運用会社勤務を経て、1996年に日本初の投資信託評価会社を起業。1999年、同
社を世界的格付け会社スタンダード＆プアーズに売却後、2000年にシンクタンク・ソフィアバンクの設立に参画。現在、代
表。2007年には、ダボス会議を主宰する世界経済フォーラムより「ヤング・グローバル・リーダー」に選出され、20０８年に
は、世界の課題を議論する「グローバルアジェンダカウンシル」のメンバーにも選出され、世界３０カ国以上を訪問。政府各
省の審議委員、日本証券業協会やJリーグ等の公益理事といった公職に加え、静岡銀行や豊田通商など上場企業の社外取
締役なども兼務。自身の起業経験を元に、NHK教育テレビ「２１世紀ビジネス塾」のキャスターとして、全国の中小企業の取
材を経験後、国内外の多くのリーダーとの交流や対談の機会に積極的に参画し、取材した企業は１０００社を超える。現在、
政官財の幅広いネットワークを活かし、官民連携のコーディネータとして活躍する他、ネットラジオ「藤沢久美の社長Talk」
のほか、書籍、雑誌、テレビ、各地での講演などを通して、リーダーのあり方や社会の課題を考えるヒントを発信している。
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座　長　　四国生産性本部 会長　　佐伯　勇人
（四国電力㈱　取締役社長）

㈱スーパー・コート　代表取締役　山本　健策（やまもと　けんさく）氏

　1976年生まれ。2002年㈱スーパーホテル入社。フロント営業から始め、ホテル主要部門を歴任。2012年㈱スーパーホテル取
締役部長就任後、2016年㈱スーパーホテル常務取締役、2017年㈱スーパー・コート代表取締役就任。

【企業紹介】
地域包括ケアの中心的存在として、地域の方々が老後を安心して暮らせるシステムづくりに注力しており、重度医療にも
対応できるよう、新たに病院をグループに迎え連携を強化。顧客満足度日本一のビジネスホテルで培った運営ノウハウを
ベースに、グローバル人材の採用・育成、タブレット端末を利用した介護記録システムの導入など、高い顧客価値を提供
する介護施設創りに尽力している。2018年度日本経営品質賞（中小企業部門）受賞企業。

　愛知県立瑞陵高等学校卒業後、青山学院大学経営学部中退。1969年名古屋トヨペット㈱に入社。1972年つばめ自動車
㈱に入社し、2005年より現職。2013年6月より㈳全国自動車無線連合会副会長、㈳東海自動車無線協会会長、2014年5月
より㈳全国ハイヤー・タクシー連合会副会長、名古屋タクシー協会会長。

【企業紹介】
名古屋市を中心に愛知・岐阜・三重の３県で展開。名古屋市でタクシーのシェア№１。ハイ・サービス日本300選 、エコドラ
イブ活動コンクール優秀賞、 グリーン経営認証、国土交通省の女性ドライバー応援企業。ＡＩを活用した需要予測などの
システムを導入し、サービスに定評がある。

つばめ自動車㈱ 代表取締役社長　天野　清美（あまの　きよみ）氏

コーディネータ

シンクタンク・ソフィアバンク　代表　藤沢　久美（ふじさわ　くみ）氏

　大阪市立大学卒業後、国内外の投資運用会社勤務を経て、1996年に日本初の投資信託評価会社を起業。1999年、同
社を世界的格付け会社スタンダード＆プアーズに売却後、2000年にシンクタンク・ソフィアバンクの設立に参画。現在、代
表。2007年には、ダボス会議を主宰する世界経済フォーラムより「ヤング・グローバル・リーダー」に選出され、20０８年に
は、世界の課題を議論する「グローバルアジェンダカウンシル」のメンバーにも選出され、世界３０カ国以上を訪問。政府各
省の審議委員、日本証券業協会やJリーグ等の公益理事といった公職に加え、静岡銀行や豊田通商など上場企業の社外取
締役なども兼務。自身の起業経験を元に、NHK教育テレビ「２１世紀ビジネス塾」のキャスターとして、全国の中小企業の取
材を経験後、国内外の多くのリーダーとの交流や対談の機会に積極的に参画し、取材した企業は１０００社を超える。現在、
政官財の幅広いネットワークを活かし、官民連携のコーディネータとして活躍する他、ネットラジオ「藤沢久美の社長Talk」
のほか、書籍、雑誌、テレビ、各地での講演などを通して、リーダーのあり方や社会の課題を考えるヒントを発信している。
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第3討議１３：２０～１５：２０

生産性向上を実現するダイバーシティマネジメント

　慶應義塾大学商学部卒業後、1984年に協和銀行（現りそな銀行）に入行。銀行派遣にて米国でMBAを取得後、主に人事、経営企画
に携わる。2004年に日系精密機器メーカーであるHOYA㈱に入社。人事担当ディレクターとして全世界のグループ人事を統括、全世
界共通の職務等級制度や評価制度の導入を行う。また、委員会設置会社として指名委員会、報酬委員会の事務局長も兼任、グローバ
ルサクセッションプランの導入などを通じて、事業部の枠を超えたグローバルな人事制度を構築する。2009年に外資系保険会社であ
るAIU保険に人事担当執行役員として入社。ニューヨーク本社とともに、日本独自のジョブグレーディング制度や評価制度を構築する。
2012年1月、カゴメ㈱に特別顧問として入社。カゴメの人事面におけるグローバル化の統括責任者となり、全世界共通の人事制度の
構築を行っている。2012年10月より執行役員CHOとなり、国内だけでなく全世界のカゴメの人事最高責任者となる。2018年4月、常
務執行役員CHOに就任。

カゴメ㈱　常務執行役員ＣＨＯ　有沢　正人（ありさわ　まさと）氏

トヨタ自動車労働組合　副執行委員長　光田　篤史（みつだ　あつし）氏

　１９９９年トヨタ自動車㈱入社。２００７年Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd. （Singapore）出向。同年10月 Toyota 
Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.（Thailand）出向後、２０１０年トヨタ自動車労働組合 
執行委員 （労働政策局 部長）、２０１１年名古屋支部支部長、２０１２年労働政策局局長を経て２０１４年自動車総連労働条件
局局長。２０１６年よりトヨタ自動車労働組合副執行委員長。

サントリーホールディングス㈱　人事部部長兼ダイバーシティ推進室長　千　大輔（せん　だいすけ）氏

　1995年4月サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社。神戸支店にて酒類営業に従事。2001年9月人事部
に異動。労務担当として労使交渉・人事制度改定・事業再編・新会社設立等を担当。2007年近畿営業本部に異動し、営業
企画担当としてビールのエリアマーケティングに従事。2015年人事部に異動。企画・労務・人件費を担当。2016年上記
に加え、健康推進・人事システムを担当。2019年4月より現職（企画・労務・人件費・健康経営・ダイバーシティ担当）。

コーディネータ

相模女子大学客員教授　少子化ジャーナリスト・作家　白河　桃子（しらかわ　とうこ）氏

　東京生まれ。慶応義塾大学文学部卒業後、住友商事などを経て、ジャーナリスト、作家に。2008年中央大学教授・山田昌弘氏と
『「婚活」時代』を上梓、婚活ブームの火付け役に。少子化、働き方改革、女性活躍、ワークライフバランス、ダイバーシティなどをテー
マとする。2018年1月、『広辞苑 第7版』に「婚活」が掲載される。「ワイド！ スクランブル」（テレビ朝日）木曜日レギュラー。 現在、昭
和女子大学 総合教育センター客員教授、東京大学大学院情報学環客員研究員でもある。内閣官房「働き方改革実現会議」有識者
議員、内閣官房「一億総活躍国民会議」民間議員、内閣府男女局「男女共同参画会議 重点方針専門調査会」委員などを務める。

【著書】『御社の働き方改革、ここが間違ってます! 残業削減で伸びるすごい会社』（PHP新書）、『「逃げ恥」にみる結婚の経
済学』（是枝俊吾氏と共著、毎日新聞出版）、他多数。

パネリスト

組織の活力を高め企業が成長するためには、画一的な仕組み、同質性の高い組織から脱却し、異質や多様性を受け入れるマネ
ジメントが求められている。本討議では、多様な人材を活かして、イノベーションを生み出し、生産性向上を実現するダイバーシ
ティマネジメントの推進と労使の役割について討議する。

ね
ら
い

座　長　　中国生産性本部 会長　　清水　希茂
（中国電力㈱　代表取締役社長執行役員）

閉会挨拶 中部生産性本部　会長　小倉　忠
（㈱ノリタケカンパニーリミテド　取締役会長）

１５：２０～１５：３０

会場案内

ホテルニューオータニ博多
〒810-0004　福岡市中央区渡辺通１-１-２　TEL（092）714-1111（代）
◉地下鉄七隈線・渡辺通駅より徒歩1分
◉西鉄バス・博多駅前Ａより渡辺通一丁目電気ビル共創館前または渡辺通一丁目十八銀行前降車すぐ
◉西鉄バス・博多駅前Ｂ（ＫＩＴＴＥ博多前）より渡辺通一丁目電気ビル共創館前または渡辺通一丁目十八銀行前降車すぐ
◉西鉄バス・天神大丸前より渡辺通1丁目電気ビル共創館前バス停降車すぐ
◉西鉄天神大牟田線薬院駅より徒歩約7分

会議参加時の宿泊はお手数ですが、各自でご手配をお願い申し上げます。
ご参考までに、会場のホテルニューオータニ博多以外での近辺のホテルをご案内いたします。なお、この期間は様々なイベ
ントと日程が重なっており、かなりの混雑が予想されますので、早めのご予約申込みをお勧め致します。

■宿泊ホテルのご案内

●会場近辺の主なホテル
ホテル名 住　　所 アクセス

ソラリア西鉄ホテル

西鉄グランドホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル福岡

西鉄イン クルーム博多

〒810-0001 福岡市中央区天神2-2-43
TEL:092-752-5555 地下鉄天神駅徒歩3分

〒810-8587 福岡市中央区大名2-6-60
TEL:092-771-7171 地下鉄天神駅徒歩3分

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-3-3
TEL:092-471-7111

JR博多駅
「博多口」から徒歩5分

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-17-6
TEL:092-413-5454

JR博多駅
「博多口」から徒歩4分

JR
博多駅

西鉄天神
　大牟田線

薬
院
駅

薬院駅

天神駅

地下鉄
空港線

地下鉄貝塚線

地下鉄
七隈線

天神南駅

中洲川端駅

渡
辺
通
り

大
博
通
り

明治通り

住吉通り

国体道路
●天神大丸

キャナル
シティ博多
　　●

●天神コア
福岡パルコ●

バス停A★渡辺通1丁目停★

★　
渡辺通1丁目停

バス停B★

警固神社●

住吉神社●

電気ビル北館●
電気ビル新館●
電気ビル本館●

電気ビル共創館●

●イムズ

渡
辺
通
駅

祗
園
駅

福
岡（
天
神
）駅

ホテル
ニューオータニ博多
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申 込 案 内

と き 2019年 ７月２５日（木）・２６日（金）

参加対象 経営トップ・経営幹部、労働組合幹部、学識経験者、関係官公庁幹部

〇 ご参加のお申込は、九州生産性本部ホームページよりお願いします。（右項参照）

〇 ｗｅｂにて申込後、「請求書」を出力し、開催前日までに振込手続をお願いします。振込手数料は振込人にてご負担く
ださい。

〇 お申込後、お申込の方に万一お差し支えの時は、代理の方のご参加をお願いします。
ご納入いただきました参加費は原則としてお返しいたしかねます。なお、お申込み後の変更・取り消しは、申込締切
日である７月１6日(火)までに申込確定メールに記載のURLよりお願いします。それ以降につきましては、参加費の
払戻しはいたしかねますので、代理の方のご派遣をご配慮ください。

申込締切日：7月16日（火）

参 加
申込方法

と こ ろ ホテルニューオータニ博多　4階 「鶴の間」 
福岡市中央区渡辺通１－１－２　TEL：092－714－1111

お 申 し
込 み 先

九州生産性本部　担当：横谷・和田・松田
〒810-0004　福岡市中央区渡辺通2-1-82　電気ビル共創館６階
TEL：０９２-７７１-６４８１　FAX：０９２-７７１-６４９０

＊今大会につきましては、女性活躍推進が期待されており、その推進のため上記の参加費を設定いたしました。

参 加 費
（ 消 費 税 込 ）

経営側単独でのご参加の場合 50，760円（税抜 47,000円）お一人につき

労働側単独でのご参加の場合 30，240円（税抜 28,000円）お一人につき

経営側女性＜単独＞でのご参加の場合 30，240円（税抜 28,000円）お一人につき

に振り分けてご請求いたします。経営側 48,600円 労働側 29,160円

＊いずれも資料代、昼食代（2日目）、参加者交流パーティ代を含みます。

労使ペアでのご参加の場合 77，760円（税抜 72,000円）一組につき

＊労使ペアの場合、お申込ページでの指定がない限り、

そ の 他 ※当日はクールビズにて運営させていただきます。

各 地 区
お問合せ先

【中部地区】
中部生産性本部　担当：羽広・鬼頭
TEL：052-221-1261　FAX：052-221-1265

は き とうびろ
【関西地区】
関西生産性本部　担当：芝原・大橋
TEL：06-6444-6464 　FAX：06-6444-6450

【中国地区】
中国生産性本部　担当：佐藤・下山
TEL：082-242-7972　FAX：082-242-7973

とみ だ
【四国地区】
四国生産性本部　担当：富田・篠原
TEL：087-851-4262　 FAX：087-851-4270
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生産性運動の三原則

生産性の向上は、究極において雇用を増大するもので
あるが、過渡的な過剰人員に対しては、国民経済的な
観点に立って能う限り配置転換その他により、失業を
防止するよう官民協力して適切な措置を講ずるものと
する。

雇用の維持・拡大

生産性向上のための具体的方法については、各企業
の実情に即し、労使が協力してこれを研究し、協議する
ものとする。

労使の協力と協議

生産性向上の諸成果は、経営者、労働者および消費者
に、国民経済の実情に応じて公正に配分されるものと
する。

成果の公正配分

生産性の精神

生産性とは、何よりも精神の状態であり、現存するものの進歩、

あるいは不断の改善をめざす精神状態である。

それは、今日は昨日よりもより良くなし得るという確信であり、

さらに、明日は今日に優るという確信である。

それは、現状がいかに優れたものと思われ、

事実また優れていようとも、

かかる現状に対する改善の意思である。

それはまた、条件の変化に経済社会生活を

不断に適応させていくことであり、

新しい技術と新しい方法を応用せんとする不断の努力であり、

人間の進歩に対する信念である。
（ヨーロッパ生産性本部ローマ会議報告書より　1959年3月）

～“平成から令和へ”新時代への労使の挑戦～

新たな価値の創造と
生産性向上

西日本生産性会議2019
＜第47回福岡開催＞

令和元年 ７月２５日（木）・２６日（金）と き

ホテルニューオータニ博多　4階「鶴の間」
福岡市中央区渡辺通１－１－２　TEL：092－714－1111

ところ

中部生産性本部・関西生産性本部・中国生産性本部
四国生産性本部・九州生産性本部

主 催

九州経済産業局・福岡県・福岡市
女性の大活躍推進福岡県会議・連合九州ブロック連絡会
九州労使会議・九州労組生産性会議

後 援

日本生産性本部・全国労組生産性会議協 賛




